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2015/4/5 6:30 日本経済新聞　電子版

出張・旅行…　機内もＯＫ！　お薦めのスーツケース 

　新年度を迎え、出張や休暇の旅でスーツケースの出番が増えるころ。手荷物のサイズや重

量制限が厳しくなり、メーカー各社は軽量化や扱いやすくするための技術改善を競っている。

そこで機内持ち込みもできるおすすめのスーツケースを専門家に選んでもらった。

１位　プロテカ マックスパスＨ　650ポイント

　■前面にポケット、手軽に出し入れ　国産高級ブランド「プロテカ」か

ら２月に発売された新商品。最大の特徴は、前面に取り付けられたポ

ケットだろう。移動中にスーツケース本体を開けずに、ノートパソコン

やタブレット、書類、チケットなどを整理して出し入れできる。機内持ち

込みできるタイプでは最大級の40リットルの容量も確保した。

　衝撃に強く、耐久性が高いポリカーボネートにＡＢＳ樹脂を混ぜた素

材で強度を高めているほか、キャスターは静音タイプを採用し、取り

付け部を本体に埋め込むことで収納スペースを広げた。３年間の製品

保証が付き、期間内は航空会社による破損も無償修理の対象として

いる。

　「収納量が多く、国内移動など幅広い場面で使いやすい」（熊谷千重

さん）、「前面ポケット内の間仕切りや、メーン収納の中仕切りのスライ

ダー形状が工夫され、使い勝手が良い」（小田充則さん）。４色を展

開。他のサイズはなし。(1)50×40×25センチメートル(2)3.1キログラム

(3)40リットル(4)４輪(5)ポリカーボネートハイブリッド樹脂(6)ファスナー

式(7)５万4000円(8)エース（(電)03・5843・0606）

２位　リモワ サルサ キャビンマルチホイールイアタ　500ポ

イント

　■洗練されたデザイン 走行性も◎　ドイツ発の高級スーツケースブ

ランドの人気シリーズ。2000年に、初めてポリカーボネート素材を採用

した。表面につや消し加工を施したすっきりしたデザインが特徴で、走

行性が良いマルチホイール（キャスター）を搭載。サルサシリーズには

ほかに容量16～104リットルまで12種類がそろう。

　「つや消しの色合いが落ち着いた雰囲気。キズが目立ちにくく、汚れ

も落としやすい」（小谷野明子さん）。細かい工夫が光る。４色展開。

(1)55×40×20センチメートル(2)3.0キログラム(3)35リットル(4)４輪(5)

ポリカーボネート(6)ファスナー式(7)５万9400円(8)林五（(電)03・6804・

2952）

Kajikawa
タイプライターテキスト
Title: For business trip or private trip,,,Cabin-OK! Recommended luggage.
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３位　サムソナイト コスモライト スピナー55　470ポイント

　■重さ1.8キロで軽々、楽々　ポリプロピレンシートを何重にも重ねた新素材「カーヴ」を独占使用して

いる。機内持ち込み可能なサイズで1.8キログラムととても軽い。表面の凸凹したリブ構造がケースの剛

性をさらに高めている。貝殻から発想したデザインで、衝撃やゆがみなどにも強いという。

　ハンドルは支柱一本で高さを多段階に調節できる。「サイドハンドル付きで扱いやすい」（田中信吉さ

ん）、「カーヴ素材が個性を主張する」（小坂伸一さん）。５色展開。(1)55×40×20センチメートル(2)1.8キ

ログラム(3)36リットル(4)４輪(5)カーヴ(6)ファスナー式(7)６万1560円(8)サムソナイト・ジャパン（(電)0800・

12・36910）

４位　リモワ トパーズ キャビンマルチホイールイアタ　460ポイント

　■アルミ製ながら軽量 使い勝手よく　アルミニウム製の表面は、リモワ特

有の並行リブ（刻み）のデザイン。キャスターは２位のサルサ同様、前後左右

に自在に動くダブルマルチホイールを採用した。ＴＳＡロックはフレーム２カ所

に埋め込まれた器具に搭載されている。ハンドルは高さを自由に調節できて

使い勝手が良い。バッグホルダー付き。シリーズにはほかに容量17～98リッ

トルまで12種類がそろう。

　「職人のハンドメードで、耐久性に優れる。どのような服装にも合わせられ

るデザインの良さと高級感がある」（太田栄一さん）(1)55×40×20センチメー

トル(2)4.2キログラム(3)32リットル(4)４輪(5)アルミニウム・マグネシウム合金

(6)フレーム式(7)10万8000円(8)林五

４位　ワールドトラベラー グルーオン 05656　460ポイント

　■ダイヤルでキャスター固定　本体の背面部にあるダイヤルを操作する

と、キャスターを固定することができる。このストッパーがあるおかげで、スロ

ープや揺れる電車内などでもケースが安定し、急に走り出す心配が無い。フ

レーム構造にポリカーボネート素材を組み合わせ、本体上部の角はプロテク

ターで補強。上部と側面のハンドルは手を離すと自然に元の位置に戻る。

　「４輪走行がスムーズな上、ストッパー付きで公共交通機関での移動に便

利。伸縮ハンドルの調節もしやすい」（村田和子さん）。５色を展開。

(1)53×36×24センチメートル(2)3.5キログラム(3)30リットル(4)４輪(5)ポリカー

ボネート(6)フレーム式(7)２万4840円(8)エース
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６位　レジェンドウォーカー 6203－50

　前面が大きく開閉するポケットに書類や小物を収納できる。フレームは極細タイプで、上部２カ所の角

を補強している。キャスターは日本メーカーのもの。「頑丈で便利でコストパフォーマンスが良い」（八重

野充弘さん）(7)２万3760円(8)ティーアンドエス（(電)048・969・8688）

７位　アクティブキューブ スカイマックス アルファ

　ファスナーの部分を広げると、容量が通常時の39リットルから５リットル増えるエキスパンダブル仕様

がうれしい。「ファスナーのつまみが持ちやすく、開閉しやすい。軽くて女性も扱いやすい」（藤沢理恵さ

ん）。ファスナー部にあるポケットも便利。４色展開。(7)１万8360円(8)サンコー鞄（(電)0561・62・1101）

８位　ピジョール アルモニー 05731

　フレームを使いつつ、同クラスで約20％も軽くできた。上部と側面には手を離すとゆっくり戻るハンドル

を使用した。「内装は両面に中仕切りを装備し、しっかり固定できる」（長屋明子さん）。５色展開。(7)２万

1600円(8)エース

９位　プロテカ 360（サンロクマル）

　縦方向にも横方向にも開けられる。片面に集約して荷物を入れるので高さがある物も収納しやすい。

「スーツケースを立てたままパソコンなども出し入れできる」（小坂さん）。７色展開。(7)５万9400～６万

4800円(8)エース

10位　デルセー シャトレ 02516

　フランスの人気ブランド。外装はエンボス加工で、内装幕と共布の巾着ポーチ付き。「シックで個性的

なデザイン」（村田さん）。キャスターはストッパー付き。３色展開。(7)２万5920円(8)サンコー鞄

　表の見方　数字は選者の評価を点数にした。(1)外寸（縦×幅×奥行き、センチメートル）(2)重量(3)容量

(4)キャスター(5)素材(6)形式(7)消費税込み価格(8)発売元（問い合わせ先電話番号）。撮影協力＝日本空

港ビルデング

■丈夫で軽く 進化

　こうした小型のケースでキャスター（車輪）が付いたタイプは「トローリーケース」とも呼ばれ

る。最近は金属フレームとちょうつがいを使わず、ファスナーで閉じるタイプが多い。

左より６位から10位

Kajikawa
タイプライターテキスト
6th.  LEGEND WALKER   6203-50

Kajikawa
長方形

Kajikawa
タイプライターテキスト
A large opening front pocket is useful for put in and outdocuments and small stuffs. The frame is extremely narrow,and upper-front two corners are protected. The casters aremade by a Japanese maker. "Durable, convenient and goodcost performance."(Mitsuhiro Yaeno said) (7) JPY23,760.-(8) T&S Co., Ltd.(Phone: +81-48-969-8688)

Kajikawa
タイプライターテキスト
How To Read the table

Kajikawa
タイプライターテキスト
(1)Dimensions (2)Weight (3)Capacity (4)Caster (5) Material (6)Type of frame (7) Price included tax, (8)Manufacturer

Kajikawa
タイプライターテキスト
Improved to durable and lightweight.

Kajikawa
タイプライターテキスト
This kind of small luggage which is having casters (wheels) are also called "Trolley case". These years, not the metal frame and hinges but the using zipper to open close became major.
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　素材もポリカーボネートなどを使って丈夫さと軽さを両立した。指１本で持ち上がるほど軽い

製品もある。ほとんどの製品に、米運輸安全局（ＴＳＡ）の基準に合わせた「ＴＳＡロック」が採用

されている。

　容量は機内持ち込みサイズの場合、約40リットルを実現している製品もあり、縦、幅、奥行き

それぞれの制限にどう対応するかの工夫がデザインにも影響してくる。ノートパソコンやタブレ

ットなどを収めるポケットを外側に装備したり、開き方など使い勝手に工夫を凝らす。

　スーツケースは預け入れると、手荒く扱われることも多い。工業デザイナーの田中信吉さん

は「キャスターやハンドル、ファスナーが壊れやすい」と指摘する。購入の際は構造のほか、修

理体制などもチェックしたい。

　　◇　　◇　　◇　　

　調査の方法　機内に持ち込めるサイズ（100席以上の航空機で３辺の合計が115センチメートル以内。各

辺が55×40×25センチメートル以内。100席未満の機種では基準が異なる）のスーツケースの中で、店頭の

売れ筋や在庫状況、発売元への取材などから22製品を選んだ。日経本社にそれらを集め、専門家に、実際

に手にして持ち運びやすさや収納性などを試してもらったうえで旅行や出張に使いやすい品を順位付けし

て選んでもらった。専門家は次の通り（敬称略、五十音順）

　太田栄一（ハンズビー　丸の内オアゾ店）▽小田充則（第一ボデー・スーツケースリペア事業部営業企画

部長）▽熊谷千重（阪急交通社ツアーコンダクター）▽小坂伸一（ダイヤモンド・ビッグ社「地球の歩き方」編

集長）▽小谷野明子（トコー有楽町店主任）▽田中信吉（ゼロワンデザイン代表）▽長屋明子（近畿日本ツ

ーリスト・ホリデイツアー添乗員）▽藤沢理恵（ＪＴＢ添乗員）▽村田和子（オールアバウト「旅行」ガイド）▽八

重野充弘（日本旅行作家協会事務局長）

 Copyright © 2015 Nikkei Inc. All rights reserved.

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに

掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。

Kajikawa
タイプライターテキスト
Polycarbonate etc. materials were used to enable both durability and lightweight. Some is lift-able with onefinger. Most products used U.S. Department of Homeland Security regulation's "TSA  lock".

Kajikawa
タイプライターテキスト
                                                                                                                                                                                  For cabin-ok size, the capacity some are over 40L, different designs depending on each maker how have done for the height, width and depth.For example, put the pocket for lap top or tablet on the outside, or the way how to open etc, made effort for them.

Kajikawa
長方形

Kajikawa
タイプライターテキスト
                              From every cabin-ok size (total dimensions are less than 115cm for more than 100seats airplane. Each dimensions are less than 55 x 40 x 25cm. Different regulation for less than 100seats airplane) luggage, according to retailer's good-sell or inventory situation, interview to makers, we chose best 22products.Collected them to our holding office, asked specialists to touch and use to test of how easy to carry or how is the storage usage, and as for fit for business trip or private trip to decide ranking. Specialists are for following.

Kajikawa
タイプライターテキスト
Way Of Survey

Kajikawa
長方形

Kajikawa
タイプライターテキスト
Eiichi Ohta(Hands Be  from Oazo Marunouchi), Mitsunori Oda(Daiichi Body, luggage repair department manager),Chie Kumagai(Hankyu Kotsu Co. Tour conductor), Shinnishi Kosaka(Diamond Big Co. "How To Walk On Earth"head editor), Akiko Onoya(Toko Yuraku-cho shop chief), Nobuyoshi Tanaka(Zero One Design CEO), Akiko Nagaya(Kinki Nihon Tourist Holiday Tour guide), Rie Fujisawa(JTB guide), Kazuko Murata(All About "Travel" guide),Michihiro Yaeno(Japan Travel Authors  Association chief of secretariat)

Kajikawa
タイプライターテキスト
                                                          Luggage may often be handled roughly after checked in. Nobuyoshi Tanaka                                                           who is industrial designer said, "Casters, handles and zippers are easy to bebroken." When you purchasing, better checking not only the constructions but also repairing system.




